
2017-18年度 国際ロータリー第2840地区 第２分区Ｂ

田中久夫ガバナー合同公式訪問
事業報告書

ROTARY ︓ MAKING A DIFFERENCE
ロータリー ︓ 変化をもたらす

Rotary’s Mind is Our Pride. We are Rotarian. We are One

開催日 ︓ 2017年９⽉２日（土）
場 所 ︓ 伊勢崎プリオパレス



2017-2018 年度 国際ロータリー第 2840 地区第２分区Ｂ 

田中久夫ガバナー合同公式訪問プログラム 

日時：2017 年 9 月 2 日（土）10 時 00 分～19 時 30 分 

           場所：伊勢崎プリオパレス 

 

１．田中ガバナーと各クラブ役員との懇談会 

 

10:00～10:30  伊勢崎ロータリークラブ         1Ｆウィーン 

 

10:35～11:05  群馬境ロータリークラブ         1Ｆオ ペ ラ 

 

11:10～11:40  伊勢崎中央ロータリークラブ       1Ｆビ オ ラ 

 

11:40～12:20  【昼食休憩】 

          地区役員、会長、幹事            1Ｆウィーン 

 クラブ会員             2Ｆｳﾞｧﾝ･ﾙｰｼﾞｭ 

           クラブごとにテーブル配置してあります。 

 

12:20～12:50  伊勢崎南ロータリークラブ        1Ｆオ ペ ラ 

  

12:55～13:25   伊勢崎東ロータリークラブ        1Ｆビ オ ラ 

  

 

２．合同例会                    3Ｆヴァン･ブ ラ ン 

   開始５分前（13:45）に着席お願い致します。 

 

13:00～13:45  登録・受付 

  

13:50～13:57  開会アナウンス  

司会：伊勢崎ロータリークラブ 田中泰亨 

          点鐘      群馬境ロータリークラブ会長 天田光俊 

                国歌・ロータリーソング斉唱 ソングリーダー 吉田雅俊 

 

13:57～14:00  ご来訪者紹介 伊勢崎南ロータリークラブ会長 矢内良春 

  

14:00～14:05  挨拶   2017-18 年度第２分区Ｂ幹事クラブ 

伊勢崎ロータリークラブ会長 石田 保 

                                                                  

14:05～14:10  奨学金等の授与 

国際ロータリー第 2840 地区  ガバナー  田中久夫 

米山記念奨学生 デデ スへンデリー（伊勢崎中央ＲＣ） 

米山記念奨学生     田
ﾃｨｪﾝ

  野
ｲ ｴ

     (伊勢崎東ＲＣ) 

青少年長期交換学生 Julie
ジュリー

 Marie
マ リ ー

 Munsch
マ ン チ

(伊勢崎ＲＣ) 



14:10～14:20  幹事報告、出席報告、ニコニコＢＯＸ投入発表 

 

14:20～14:50  合同クラブフォーラム 

国際ロータリー第 2840 地区 

第２分区Ｂガバナー補佐  森田高史 

         

テーマ：ロータリーの変化とクラブの将来像（ＲＬＩ方式） 

 

14:50～15:05  【第 1 回休憩】 

 

15:05～15:35  ガバナースピーチ 

国際ロータリー第 2840 地区 ガバナー  田中久夫 

  

15:35～16:05  各クラブ会員組織強化策発表（各クラブ６分） 

 

            伊勢崎東ロータリークラブ 

会員組織強化グループリーダー  松村史也 

  

伊勢崎南ロータリークラブ 

会員増強委員会   委員長   鷹巣 修 

   

伊勢崎中央ロータリークラブ 

幹事              大竹昌樹 

   

群馬境ロータリークラブ 

会員増強委員会         吉田 励 

             

  伊勢崎ロータリークラブ   

会員組織強化グループリーダー  高橋郁夫 

 

16:05～16:20  【第 2 回休憩】 

 

16:20～16:50  各クラブ公共イメージ戦略発表（各クラブ６分） 

 

            伊勢崎東ロータリークラブ 

公共イメージグリープリーダー  梅田浩行 

 

            伊勢崎南ロータリークラブ 

インターアクト委員会 委員長  山川幸洋 

 

  伊勢崎中央ロータリークラブ 

広報・ＩＴ委員会  委員長   大和祥晃 

 

            群馬境ロータリークラブ 

公共イメージ委員会 委員長   栗原直貴 

 

 



伊勢崎ロータリークラブ 

公共イメージグループリーダー 久保木雅彦 

 

16:50～17:00  ガバナー講評  

国際ロータリー第 2840 地区 ガバナー 田中久夫 

 

17:00～17:05  地区大会ご案内 地区大会キャラバン隊（地区副幹事） 

 

17:05～17:07  点鐘   伊勢崎中央ロータリークラブ会長  金子克次 

 

17:07～17:10  【諸事連絡】 

 

 

３．写真撮影 

 

17:15～17:45  各クラブ写真撮影 

  

①伊勢崎ロータリークラブ       2Ｆｳﾞｧﾝ･ﾙｰｼﾞｭ 

        ②伊勢崎中央ロータリークラブ         西 側 奥 

 

①群馬境ロータリークラブ       2Ｆｳﾞｧﾝ･ﾙｰｼﾞｭ 

②伊勢崎南ロータリークラブ         東側手前 

③伊勢崎東ロータリークラブ       

(撮影順になります) 

 

17:45～18:00  【休憩】 

 

 

４．合同懇親会                                       3Ｆヴァン･ブ ラ ン 

 

18:00～     開会         司会：伊勢崎ロータリークラブ 高橋しげみ 

                              

歓迎の辞    伊勢崎東ロータリークラブ会長  斎藤勝美 

 

        ガバナー挨拶 

           国際ロータリー第 2840 地区 ガバナー  田中久夫 

 

        乾杯 国際ロータリー第 2840 地区 パストガバナー 

                             牛久保哲男

 

        歓談  ＆ ジャズ演奏 

 

        手に手つないで     ハンドリーダー    久保貴則 

                             丸山ふでみ 

 

19:30      閉会 



田中ガバナーと各クラブ役員との懇親会 風景

伊勢崎ロータリークラブ

伊勢崎中央ロータリークラブ

群馬境ロータリークラブ



田中ガバナーと各クラブ役員との懇親会 風景

伊勢崎南ロータリークラブ

役員昼食 談話

伊勢崎東ロータリークラブ



合同例会 風景

[登録・受付] [例会開場]

[幹事クラブ 挨拶]

[国歌・ロータリーソング⻫唱]

[開会アナウンス司会] [点鐘]

[ご来訪者紹介]

[奨学⾦授与]



合同例会 風景

[田中ガバナースピーチ]



田中ガバナーRID2840運営方針

ロータリーのある人生を誇りにしよう
Rotary’s Mind is Our Pride.  We are Rotarian.
We are One.
【趣旨】
“noblesse oblige”（ノーブレス・オブリージュ）という⾔葉があり
ます。かつて⽩洲次郎⽒が好んで使っていたようですが、辞書では
「位高ければ徳高きを要す」と訳されていますので、ロータリーの
目指す品格や精神とまさに合致しているものと思われます。

私たちは、ロータリーに対してこの高潔な精神性の存在を認め、
多くの情熱と憧憬を持って入会しました。いま、ロータリアンであ
ることに誇りを持って日々の奉仕活動に従事しています。自分の人
⽣にロータリーがあって良かった、と⼼から喜びを感じています。
これからも多くの仲間たちと友情を深めながら、⼀致協⼒してロー
タリー活動を展開していきましょう。
私たちは⼀つです。

１ RI会長賞を目指していますか？
� 2017-2018年度内に目標を達成

� クラブは、目標を「ロータリークラブ・セントラル」に情報を入⼒する。

会員は、各自が「MY  ROTARY」に登録する。

� ①クラブのサポートと強化・・・・・・・・・４項目を達成

例︓会員数の純増、⼥性会員の純増、40歳未満会員に純増等

� ②人道的奉仕の重点化と増加・・・・・・・・４項目を達成

例︓Ｒ財団補助⾦を利⽤した活動実施、Ｒ財団寄付の10％増加等

� ③ロータリー公共イメージと認知度の向上・・４項目を達成

例︓クラブHPを更新、クラブ奉仕活動をマスコミに報道等



２ 会員増強・退会防止・・クラブ目標純増
１割を目指していますか？

� I.ライズリーRI会⻑︓会員増強のポイント
①年齢構成の⾒直し ②男⼥のバランス

� 若⼿や⼥性候補者の加入を目指していますか︖
� 各クラブの会員候補ターゲット層（年齢、性別、人

脈、若⼿団体、地域等）を再確認していますか︖
� クラブの会員増強委員⻑人事は若返りましたか︖
� 月１回の会員増強会議を開催していますか︖

３ 公共イメージ向上への戦略を実践
していますか？

マスコミを応援団にしよう。

（１）公共イメージ・ポスターは会員に配布し、その事業所の
受付・応接室等に掲示していますか︖

（２）上毛新聞（クラブは社会奉仕事業紹介のために取材を依頼して
いますか︖）、ぐんま経済新聞への執筆は進んでいますか︖

（３）その他各分区内におけるミニコミ誌・タウン誌等に同様

企画の記事掲載の提案を依頼していますか︖



４ 会員相互において「ロータリアンである
ことの誇り」を共有できてますか？

(1) 通 期 know other clubs キャンペーン（他クラブ・メーク）は実

践していますか︖

(2) 第１・四半期 合同公式例会を楽しみ、会員相互の仲間意識を共有できて

いますか︖

(3) 第２・四半期 地区大会（11/19）は全員登録・全員参加をお願いします。

姉妹クラブにも招待・参加を呼びかけてください。

ロータリアンの家族も誘ってください。

(4) 第３・四半期 Rotary Day （1月〜3月）の日程・企画は決まりましたか︖

(5) 第４・四半期 IMの開催（4月〜6月）では、１年間の会員増強の成果と公

共イメージ・アップ成果事例の発表をお願いします。

５ ロータリー財団による補助金の活用
(1)   地区補助⾦の活⽤事業は決まりましたか︖

（複数クラブによる共同事業も視野に入れて・・）
(2)   グローバル補助⾦はいかがですか︖

（米山学友会等を活⽤）

６ ロータリー財団寄付150ドル、ポリオ寄
付30ドル、米山寄付16,000円の達成

� 寄付は、ロータリアンとしてロータリーとの無形の
契約です。是非、地区目標を達成してください。
特に、シニアの⽅々は若⼿に寄付の重要性を教示
してください。



合同例会 風景

[合同クラブフォーラム 森田ガバナー補佐]

[会員増強発表 伊勢崎東RC] [会員増強発表 伊勢崎南RC]

[会員増強発表 伊勢崎中央RC] [会員増強発表 群馬境RC]

[会員増強発表 伊勢崎RC]



合同例会 風景

[公共イメージ発表 伊勢崎中央RC] [公共イメージ発表 群馬境RC]

[公共イメージ発表 伊勢崎RC] [ガバナー講評]

[地区大会キャラバン隊]

[公共イメージ発表 伊勢崎東RC] [公共イメージ発表 伊勢崎南RC]

[点鐘]



伊勢崎ロータリークラブ 記念撮影

群馬境ロータリークラブ 記念撮影



伊勢崎中央ロータリークラブ 記念撮影

伊勢崎南ロータリークラブ 記念撮影



伊勢崎東ロータリークラブ 記念撮影



合同懇親会 風景

[開会 司会︓伊勢崎RC 高橋しげみ]

[歓迎の辞 伊勢崎東RC会⻑ 斎藤 勝美]

[ガバナー挨拶 田中久夫ガバナー]

[乾杯 牛久保哲男パストガバナー]



合同懇親会 風景

[歓談]

[ジャズ演奏]



合同懇親会 風景

[手に手つないで]

[ハンドリーダー]

[閉会]



伊勢崎ロータリークラブ(幹事クラブ)

群馬境ロータリークラブ

伊勢崎中央ロータリークラブ

伊勢崎南ロータリークラブ

伊勢崎東ロータリークラブ


